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　豊橋駅の開業は明治21年。その後、東三河の鉄道網が、この豊橋駅を中心に築かれていきましたが、第二次世
界大戦中の昭和20（1945）年6月の豊橋空襲で、当時の駅舎は消失しました。しかし民間と豊橋市が協力して資金
を集め、昭和25（1950）年、国鉄として日本初となる
「民衆駅」として再建されました。この駅舎と民間商
業施設が一体となった「民衆駅」の形が、今では全国
で一般的になった鉄道駅とデパートなどが一体化した
スタイルの先駆けとなりました。平成10年の全面リニュ
ーアルで現在の姿となった豊橋駅。通勤・通学者や旅
行客が立ち寄るだけでなく、周辺住民が普段の買い物
にも利用する、市民の生活に密着した存在です。
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女性部会
　第35回 女性部会通常総会、女性部会講演会
　第7回 税に関する絵はがきコンクール
税務署だより
県税だより
市税だより
法人会加入のご案内
法人会会員の会社紹介
新入会員紹介、事務局だより、研修会・講演会これからの予定
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県法連会長感謝状

東三河法人会長感謝状（功労者）

名古屋国税局長感謝状受賞者

福利厚生制度表彰者

豊橋税務署長感謝状受賞者

（敬称略）50音順

優良会員

安斎  一美
大同生命保険（株）

［豊橋支部］　吉川  一弘　豊橋信用金庫

想いをつないで50年「会員企業を守りたい」キャンペーン

［豊橋支部］
磯村  博宣
ユタカ産業（株）

［豊橋支部］
磯村  博宣
ユタカ産業（株）

［豊橋支部］
吉川  一弘
豊橋信用金庫

［豊橋支部］
磯村  博宣
ユタカ産業（株）

［豊川支部］
根木  真知子
（株）加藤製作所

［渥美支部］
彦坂  育甫

（有）東海保険サービス

［豊橋支部］
佐津川  英利

タイコウハウス（株）

櫻井  美津子
大同生命保険（株）

後藤  香織
大同生命保険（株）

田中  理香
大同生命保険（株）

中部ファミリーライフ（株）

鈴木  敦子
大同生命保険（株）

小杉  香織
大同生命保険（株）

　吉川前会長は、平成27年度から令和２年度まで３期６年、東三河
法人会長を務められ、その功績を称え豊橋税務署長谷本俊一様か
ら名古屋国税局長感謝状が贈呈されました。

名古屋国税局長感謝状を贈呈される吉川前会長

県法連会長表彰

東三河法人会長表彰

（敬称略）50音順

［豊橋支部］
浅倉  伸治
（株）経真

［渥美支部］
石倉  一造
（株）石倉精工

［豊橋支部］
小野　　真
（株）オノコム

［豊橋支部］
白井  佳子
（株）ユーアイ

［豊川支部］
石原  勝好

（株）ウッディシステム

［豊橋支部］
金田  由貴子

（一社）東三河法人会

［田原支部］
杉田  鐘一
（株）石高組

［田原支部］
安田  幸雄
（株）安田商店

［田原支部］
天野  英一郎
（株）天野ポンプ

［田原支部］
石黒  利昌

イノチオアグリ（株）

［豊川支部］
石黒  久雄

（有）まる屋料理店

［豊川支部］
伊藤  健敏
東陽建設（株）

［豊橋支部］
金田  由貴子

（一社）東三河法人会

［蒲郡支部］
鈴木　　礎
（株）鈴木商店

［田原支部］
中村  和彦

タイヨー化学工業（株）

［豊川支部］
宮地  清和
ミヤチ（株）

表彰受賞者紹介

全法連功労者表彰
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本会・支部・部会の活動

豊橋支部総会

豊川支部総会 蒲郡支部総会

田原支部総会 渥美支部総会

令和３年４月21日（水） ● 豊橋商工会議所

吉川一弘　前会長

髙須博久　新会長

令和３年４月20日（火） ● 豊川商工会議所 令和３年４月26日（月） ● 蒲郡商工会議所

令和３年４月16日（金） ● 田原市商工会館 令和３年４月30日（金）  ● 渥美商工会

令和3年５月28日（金）・ホテルアソシア豊橋

　令和３年５月28日（金）、ホテルアソシア豊橋において
第９回通常総会（通算35回）が開催されました。議事に
先立ち吉川一弘会長から「業種や企業間によって新型コ
ロナウイルスの影響に程度の違いがあるものの、最大の危
機に直面している中で役員・会員同士で綿密な連携を取り
ながら、共にこの未曾有の難局を乗り越えてまいりたい。」
と挨拶があり、その後の議案審議は満場一致で承認され
ました。
　続いて、東三河法人会長表彰ほか多数の表彰状・感謝
状の贈呈が行われた後、ご来賓の豊橋税務署長谷本俊一
様から祝辞をいただき滞りなく終了しました。
　また、総会終了後、理事会を開催し、会長、副会長、専
務理事及び常任理事が選任され、髙須博久新会長ほか東
三河法人会役員の新体制が整い、新年度に向けてスター
トを切りました。

本会通常総会（第9回・通算35回）

各支部総会
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と挨拶があり、その後の議案審議は満場一致で承認され
ました。
　続いて、東三河法人会長表彰ほか多数の表彰状・感謝
状の贈呈が行われた後、ご来賓の豊橋税務署長谷本俊一
様から祝辞をいただき滞りなく終了しました。
　また、総会終了後、理事会を開催し、会長、副会長、専
務理事及び常任理事が選任され、髙須博久新会長ほか東
三河法人会役員の新体制が整い、新年度に向けてスター
トを切りました。

本会通常総会（第9回・通算35回）

各支部総会

豊橋支部

税務研修会

講師：豊橋税務署長　谷本 俊一 氏
演題：「審判所ってなぁ～に？」　　

講師：豊橋税務署長　谷本 俊一 氏
演題：「国税におけるデジタル化のこれまでとこれから」

新春署長講演会
令和３年1月15日(金) ／ 豊橋商工会議所

講師：豊橋税務署長　谷本 俊一 氏
演題：「国税におけるデジタル化のこれまでとこれから」

新春署長講演会
令和３年1月22日(金) ／ ホテルアソシア豊橋女性部会

講師：豊橋税務署　法人課税第一部門
　　　上席国税調査官　末永 憲秀 氏

令和３年2月15日(月) 
蒲郡商工会議所

講師：豊橋税務署　法人課税第一部門
　　　上席国税調査官　末永 憲秀 氏

令和３年2月19日(金) 
豊橋商工会議所

蒲郡支部

新春署長講演会
令和３年1月27日(水) ／ ホテルアソシア豊橋

本 会

青年部会

本会・支部・部会 Activity

決算期別説明会
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企業経営研修会

講師：小林大悟法律事務所 所長　弁護士 小林 大悟 氏
演題：「事業承継～自社株式を忘れていませんか～」　

左から　鈴木緋萌香（すずきひめか）さん、　
外村紗梨（とのむらさり）さん、沖美羽音（おきみはね）さん

田原市立福江小学校へ「れんらくちょう」を配付

田原支部

本会・支部・部会 Activity
令和2年1月24日(金) 
田原市商工会館

 「れんらくちょう」配付事業は、田原支部が平成４年から実施を始め、本年度で30年目を迎える伝統ある事
業であり、現在は田原支部と渥美支部共同による社会貢献事業活動の一環として実施されています。
　この事業では、小学校に入学する児童の皆さんへ税金の関心を高めてもらうため、田原市・愛知県の税金
がどのように使われているかを解りやすく記載した「れんらくちょう」を作成し、配付しています。
　なお、本年度も田原市内全域の小学新一年生全員を対象として、田原支部管内12小学校386名、渥美支部
管内６小学校139名合わせて525名に贈呈しました。
　この「れんらくちょう」は、学校と保護者間で教育活動の円滑化を図るため非常に役立っており、一年生が
文字を学習して最初に使うノートでもあります。そのため、学校関係者や保護者からも好評価をいただいてい
ます。

令和３年3月16日(火) 
田原市商工会館

田原・渥美支部「れんらくちょう」配付事業

　令和３年５月17日（月）、豊橋商工会議所において
第36回青年部会通常総会が開催されました。宮地清和
部会長あいさつの後、議案審議は満場一致で承認され
ました。
　続いて、次期部会長に選任された冨田宗邦新部会長
あいさつ、優良部会員への感謝状贈呈等と進行の後、
ご来賓の豊橋税務署長谷本俊一様、組織委員長高橋

豊彦様から祝辞をいただき滞りなく終了しました。
　また、総会終了後、豊橋税務署副署長山田功治様から「税金あれこれ」と題して名古屋国税局査察部の経験を
交えた「そんなうまい話、ある訳がない」とユーモアたっぷりなご講演をいただきました。

青 年 部 会

第36回 
青年部会通常総会
開催日／令和３年５月17日（月）
場　所／豊橋商工会議所

青年部会講演会

講師：豊橋税務署副署長　山田 功治 氏
演題：「税金あれこれ」　　

本会・支部・部会の活動

宮地清和　前部会長

豊橋税務署副署長　山田 功治 氏

感謝状を贈呈された優良部会員の皆様

冨田宗邦　新部会長
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企業経営研修会
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第19回 小・中学生
法人会税金クイズ

租税教室の感想

　私は、令和２年度の租税教育推進委員長を務めさせ
ていただきました。その時には、租税教室の講師を豊橋
市立東田小学校で担当させていただき、また、令和３年

度に入って豊橋市立石巻小学校を担当させていただきました。租税教育用DVD「マリンとヤマトの不思議な日曜
日」を活用して、税金のある世界とない世界を子供たちに視聴してもらい、それぞれが税金について感じたことと私
の税金の話とを合わせて、税について楽しく学んでもらえたと思っています。
　青年部会では、今後も部会員一同が租税教室の講師を担い、よりよい租税教室を展開していきたいと思います。        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　青年部会では、令和２年度に実施した「第19回法人
会税金クイズ」において、対象とする全ての児童・生徒
の参加が得られた管内64小中学校のうち、とりわけ長
年にわたって協力が得られた田原市立高松小学校、同
じく田原中学校に対して、令和３年１月14日（木）に、宮
地清和前部会長から優良学校賞として「感謝状」を贈
呈しました。
　本年度は、税金クイズを実施してから20回目の節目の年となります。当部会の長年にわたる活動は、税に関する
啓蒙活動として定着していると感じています。さらなる発展に向けて青年部会員一丸となって取り組んでまい
ります。

　青年部会では、豊橋税務署管内の小学校６年生を
対象に、税に関する知識・理解を深めてもらう目的で部会員が講師となり出張授業を行っています。
　講師を務めるに当たって、令和３年４月23日（金）、豊橋商工会議所において、豊橋税務署の北尾義隆税務広報
広聴官を講師にお招きして「租税教室講師養成研修会」を開催いたしました。授業への心構えや進め方について
分かりやすくお話いただきました。本年度は、既に25校41コマの授業で研修の成果を発揮しています。

租税教室
講師養成研修会

開催日／令和３年４月23日（金）　
場　所／豊橋商工会議所

田原市立高松小学校 田原市立田原中学校

（青年部会前租税教育推進委員長　石原聖季）

（青年部会租税教育推進委員長　太田章男）

（青年部会社会貢献委員長　伴野公彦）

　令和３年５月18日（火）、ホテルアソシア豊橋において第35回女性部会通常総会が開催されました。杉本たつ子
部会長あいさつの後、議案審議は満場一致で承認されました。
　続いて、次期部会長に選任された竹内恵子新部会長あいさつ、杉本たつ子部会長への感謝状贈呈の後、ご来賓
の豊橋税務署長谷本俊一様、組織委員長高橋豊彦様から祝辞をいただき滞りなく終了しました。
　また、総会終了後、安城の三河万歳保存会による「三河御殿万歳」と八剱雅楽倶楽部による「蘭稜王」の両公演
を堪能しました。
　新型コロナウイルス感染禍で女性部会の事業が縮小されてきた中、十分な感染防止対策を施して奥ゆかしい芸
能に触れることができ、女性部会員一同満足したひと時でした。

女性部会講演会

「三河御殿万歳」／安城の三河万歳保存会 様
「蘭稜王」／八剱雅楽倶楽部 様

第35回
女性部会通常総会
開催日／令和3年5月18日（火）　
場　所／ホテルアソシア豊橋

女 性 部 会

本会・支部・部会の活動

杉本たつ子　前部会長 竹内恵子　新部会長

安城の三河万歳保存会 様 八剱雅楽倶楽部 様

蘭稜王三河御殿万歳
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　女性部会主催による租税教育活動の一環として、豊
橋税務署管内の小学校６年生を対象に、「税の大
切さ」や「税の果たす役割」を学んでもらうことを目的
とした「第７回税に関する絵はがきコンクール」を実施し
ました。令和２年12月１日（火）から令和３年２月５日
（金）まで応募したところ、47校から1,741通の応募をい
ただきました。過去最多の応募数となり部会員一同、大

変感謝しております。学校教育関係の皆様によるご指導や取り組み、また児童の皆さんの税に対する関心の高さを
改めて感じています。
　応募していただいた作品は、私たちの生活に密着している税金の使われ方・大切さをしっかりと理解し表現され
た素晴らしい作品ばかりであり、選考に大変苦心しました。選考作業を振り返ると、児童の皆さんが描かれた絵は
がき一枚一枚に見とれてばかりで、選考作業がなかなか進まなかったと記憶しています。
　そのような中、選考の結果、豊橋市立向山小学校６年生（当時）の大桑香凛さんの作品が税務署長賞に選ばれ
たほか、法人会長賞１名、女性部会長賞１名、市長賞３名、優秀賞５名、入選20名を選考し、更に、応募率の高かった
小学校23校に「感謝状」を贈呈させていただきました。
　本年度も、女性部会は「第８回税に関する絵はがきコンクール」に取り組むこととしており、素晴らしい作品に出
会うことが今から楽しみです。　

（女性部会　前部会長　杉本 たつ子）

第7回 税に関する
絵はがきコンクール

左から　杉本前部会長、大桑香凛さん、豊橋税務署長 谷本俊一様 絵はがきコンクール選考会の様子

　豊橋市立向山小学校　大桑 香凛 さん

蒲郡市立形原小学校　國松 日代里 さん

　豊橋市立玉川小学校　山本 愛乃 さん

豊橋市立高師小学校
鈴木　翠 さん

豊川市立桜木小学校　門西　紗 さん

蒲郡市立中央小学校
早瀬 樹希 さん

豊橋市立羽根井小学校
　久保田 芽生 さん

豊川市立一宮東部小学校
上野 結菜 さん

豊川市立国府小学校
小柳津 ひより さん

豊川市立代田小学校
伊藤 夢那 さん

豊川市立代田小学校
山口 愛弥 さん

税務署長賞

市　長　賞

優　秀　賞

法人会長賞 女性部会長賞

税務署だより
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税務署だより News

　愛知県では、県内各企業の御理解と御協力のもとに、1975年から法人県民税（法人税割）について、1977年から法
人事業税について、標準税率を超えて課税する超過課税を実施しており、県政の重点施策であり、緊急度の高い教
育・文化、社会福祉施設の整備等の推進及び防災事業の推進に要する経費の財源として活用しております。
　また、2009年度から、森と緑が有する環境保全、災害防止等の公益的機能の維持増進のために、県民税の均等割
としてあいち森と緑づくり税を導入し、その税収により、森林、里山林及び都市の緑を適正に整備保全等しています。

活用事業

　森林（人工林）の整備、里山林
の保全・活用、都市の緑化、環境活
動・学習、都市部での木材利用の
促進などに要する経費に活用。
　個人年額500円増、法人５％増。

教育・文化施設、社会福祉
施設、勤労者福祉施設、中
小企業対策施設の整備維
持に要する経費

防災事業の推進を図るため
治山、河川、ため池、砂防施
設、排水施設及び海岸など
の整備維持に要する経費

あいち森と緑づくり税（個人県民税（均等割）及び法人県民税（均等割））

超過課税による税収　

（注）2019年度までは決算額。2020年度は最終予算額。2021年度は当初予算額。

県税
だより

愛知県における
県民税・

法人事業税の
超過課税について

年　度 2017 2018 2019 2020 2021
法人県民税（法人税割）
　　　うち超過課税
法人事業税
　　　うち超過課税
個人県民税（均等割）及び法人県民税（均等割）
　　　うち超過課税

283
71

2,890
119
161
24

148
61

2,342
89
161
23

592
113
3,349
164
160
23

456
85

2,788
109
159
23

531
100
3,250
153
162
24

（法人税割）

緊急防災対策
砂防事業

【施工前】

森林（人工林）の整備 都市の緑化 環境活動・学習

【施工後】

愛知県総務局財務部税務課  
ホームページＵＲＬ　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/

愛知県における県民税・法人事業税の
超過課税について

法人県民税

法人事業税

（単位：億円）

活用事例

活用事例

新城有教館高等学校
総合学科棟整備事業
新城有教館高等学校
総合学科棟整備事業

産業教育設備
整備事業
産業教育設備
整備事業
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緊急防災対策
砂防事業

【施工前】

森林（人工林）の整備 都市の緑化 環境活動・学習
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愛知県における県民税・法人事業税の
超過課税について

法人県民税

法人事業税
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活用事例

活用事例

新城有教館高等学校
総合学科棟整備事業
新城有教館高等学校
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オール東三河特別徴収徹底宣言！
～住民税は給与からの天引きで～

お問合せ先

豊橋市役所財務部市民税課 0532- 51-2200～2206
豊川市役所総務部市民税課 0533- 89-2129  
蒲郡市役所総務部税務課 0533- 66-1116  
田原市役所総務部税務課 0531- 23-3509  

新城市役所市民環境部税務課 0536- 23-7615  
設楽町役場財政課 0536- 62-0516  
東栄町役場税務課 0536- 76-1814  
豊根村役場税務会計課 0536- 85-1317 

　個人住民税の特別徴収の推進は全国的に広がっており、愛知県内でも積極的に取
り組んでいます。東三河８市町村は、平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底し
ています。引き続きご協力をよろしくお願いします。

　令和３年（２０２１年）１月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴
収票の税務署へ提出すべき枚数が１００枚以上であるときは、ｅＬＴＡＸ（エルタックス）又は光ディスク等
による提出が義務付けられました。

○市町村への各種届出は提出期限までにご提出ください。
　記載方法で疑問等ありましたら下記の問合せ先までご連絡ください。

各市町村から通知された住民税額を従業員の給与から天引きするだけ！
所得税の源泉徴収事務のように、税額の計算や年末調整をする手間がありません。
年12か月に分割して徴収するので、普通徴収に比べて1回あたりの負担が減ります。

給与支払報告書のほかに特別徴収関連届出書の提出もｅＬＴＡＸで行えます。

特別徴収していただいた個人住民税の電子納税も行えます。
また、電子納税には以下のような便利な機能もあります。

・複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます。
・金融機関窓口へ行かなくてもオフィスや自宅から手続きができます。
・インターネットバンキングの契約が不要なダイレクト納付機能があります。
・事業所税や法人事業税など、個人住民税以外の税金も納付することができます。
※ｅＬＴＡＸとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットの
　利用により電子的に行うシステムです。

特別徴収のメリット

給与支払報告書の提出にはｅＬＴＡＸが便利です！

〇

〇

市税
だより

東三河の
市町村より
お知らせ

詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。（ https://www.eltax.lta.go.jp/ ）
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入会初年度は年会費が無料

東三河

セミナー
講　習

　法人会は、税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体です。
　東三河法人会は、地域の5,000社余りの法人経営者の皆様に加入いただいており、東三河で最も規模の大きな
経営者の団体のひとつです。是非、この機会に、東三河法人会へのご加入をご検討いただきますようご案内申し上
げます。
　また、法人会会員の皆様は、法人会未加入のお知り合いの方に「法人会加入のメリット」をお伝えいただき、会員勧誘
の候補先を事務局までご紹介ください。

会費について
資本金または出資金

年会費は資本金によって異なります。

【 お問い合わせ 】
会費（年間）

500万円未満
500万円以上～1,000万円未満
1,000万円以上～5,000万円未満
5,000万円以上～1億円未満
1億円以上～10億円未満
10億円以上
その他

3,000円
5,000円
7,000円
10,000円
30,000円
50,000円

2,000円

法人会加入のご案内

❶入会金無料で年会費が安価

法人会活動情報や税制に関する情報を
掲載した広報誌「東三河」を年２回発
行・全国版「ほうじん」を年４回お届け

❸情報誌の提供　

大同生命保険・ＡＩＧ損害保険・
アフラックと提携し法人会独自の
保険商品を会員特別価格で提供

❺法人会独自の保険商品・サービスの提供　

ＡＧＳの与信管理サービスで
企業情報や格付情報を簡単で
格安に収集

❼企業情報・格付情報照会サービスの提供　

著名人の講演会や税の研修会等
に参加し、異業種間の情報交換会
の場として活用

❷講演会・研修会・研修旅行に参加　

政府などへの働きかけにより税制
の改革を実現

❹税制改正要望、意見の具申

年に２回、生活習慣病予防健診を実施

❻生活習慣病予防健診をサポート　

インターネットでセミナーや

研修会を無料視聴

❽セミナービデオの無料視聴サービス

豊橋支部　TEL.（0532）55-1735

豊川支部　TEL.（0533）86-4101

蒲郡支部　TEL.（0533）68-7171

田原支部　TEL.（0531）22-6666

渥美支部　TEL.（0531）33-0441

法人会加入のメリット

※協同組合等の会費（ただし、出資金1億円以上は一般会費）
※宗教法人、支店、工場、営業所等の会費
※子会社の会費

（一社）東三河法人会

会
員

特
別
価
格

保険

2021年9月号　 18



代表取締役社長　伴野乙彦

〒441-8033　豊橋市入船町33番地
0532-45-2155

代表者名

所 在 地

昭和23（1948）年３月９日設立年月日

info@t-ryoshoku.co.jpＥ-m a i l

http://www.t-ryoshoku.co.jpＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0532-45-2156F A X

押麦、発芽押麦、米粒麦、無洗米使用麦ごはん、
大麦シリアルシリーズ、大麦ビッツ、大麦粉、大麦糠等

社 長
コメント

会社概要

　現代の食生活も飽食の時代を通過しつつ、食物繊維豊富な大麦が
少し見直され、「大麦のチカラ」→「食物繊維の宝庫」→「腸内環境
を整える」→「ヘルシー＆ビューティー」そして腸内環境が整えられる
と免疫力アップにも少なからず寄与すると言われています。

　昭和21（1946）年創業以来、「麦ごはん」の麦を製造販売していま
す。昭和51（1976）年完成の食糧の主に備蓄用600ｔサイロ、大麦の
硬い皮をむくための精麦機や異物を除去する色彩選別機等安全安心
を第一に加工をしています。
　大麦を炊飯して食する「麦ごはん」だけではなく、そのまま食すること
のできる大麦シリアルや大麦ビッツなど大麦製品が進化してきています。

有限会社 中央葬祭
代表取締役　伊藤和男

〒440-0814　豊橋市前田町２丁目１番地の10
0532-53-2000

代表者名

所 在 地

昭和52（1977）年12月23日設立年月日

info@chuou-sousai.comＥ-m a i l

https://chuou-sousai.comＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0532-53-3428F A X

豊橋の中心地に葬儀専用ホールを３ホール有し、一日葬から家族葬、
一般葬まで執り行います。

豊橋支部

豊橋糧食工業 株式会社豊橋支部

法人会会員
会 社 紹 介

社 長
コメント

会社概要

　大切な方との別れ。突然の悲しみに暮れる時間のないままお葬儀
の準備を行わなければなりません。
　私たち中央葬祭は、半世紀にわたり培った経験と実績で、ご遺族様
のご負担を少しでも軽減し、心安らぐお葬儀をお届けいたします。

　昭和46年創業、東松山に事務所を構え、昭和53年現在の前田町へ
本社を移転。その後、往完町に豊橋第一号となる葬儀専用ホール花田
会館を建設。平成４年本社隣に仏神殿を建設。花田会館の建替えを
経て平成26年家族葬ホール紬庵を建設。時代に合わせ葬儀の形は
変わりますが、亡くなられた方を弔う気持ちは変わりません。中央葬祭
は弔う気持ちを形に変えて心を込めて寄り添います。

有限会社 愛知ビル管理
代表取締役　熊澤光洋

〒442-0884　豊川市光明町一丁目17番地
0533-84-7952

代表者名

所 在 地

昭和60（1985）年２月19日設立年月日

b-kanri@triton.ocn.ne.jpＥ-m a i l

http://www.aichibirukanri.comＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0533-84-5210F A X

総合ビルメンテナンス業

豊川支部

法人会会員
会 社 紹 介

有限会社 東海保険サービス
代表取締役　彦坂陽一

〒441-3604　田原市伊川津町横津15-１
0531-33-0037

代表者名

所 在 地

昭和50（1975）年５月１日設立年月日

tokaihoken@bird.ocn.ne.jpＥ-m a i l

https://www.tokaihoken.jpＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0531-33-0835F A X

保険代理業

田原支部

社 長
コメント

会社概要

　当社の経営理念である、①お客様の信頼と期待に応える　②お客
様に安心と安全を提供し共に歩みつづける　③お客様と地域社会の
発展に貢献する　を念頭に従業員とともにお客様から親しまれ愛さ
れる存在でありたいと思います。

　1950年、渥美半島では当時珍しかった保険代理店を荒木一郎（現
社長の曽祖父）が始めました。1975年に（有）東海保険サービスとし
て法人化し、1980年に事務所を渥美町福江に移転しました。現在は
田原市伊川津町に事務所を構え、自動車保険、火災保険、傷害保険、
生命保険等、多種目にわたり取り扱いをしております。現在は４代目社
長　彦坂陽一のもと、従業員９名でお客様にご満足いただけるよう努
めております。

社 長
コメント

会社概要

　弊社は昨年、「医療関連サービスマーク（院内清掃）」の認定を取
得しました。これは、医療機関から清掃業務の委託を受けるための認
定基準を充たしていることを示すものです。今後はより一層、清掃業
務を通じて地域医療を支えていくことが、弊社の大きな使命になるもの
と感じています。

　建物の維持管理に必要な各種サービスを提供しています。主力事業
である清掃業務のほか、エレベーター保守点検、消防設備点検、害虫
防除など幅広いご依頼に対応しています。経営理念である「お客様の
満足と感動を追求するとともに、全社員の成長と幸福を図り、企業価
値を高めて社会の繁栄に貢献する」の実現のため、全社員が徹底的
にお客様本位を追求して日々の業務に取り組んでいます。

法人会会員の皆さん

「会社紹介」記事募集！ 
TEL.0532-55-1735

ご連絡
お待ちしています

（一社）東三河法人会

無料
です
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代表取締役社長　伴野乙彦

〒441-8033　豊橋市入船町33番地
0532-45-2155

代表者名

所 在 地

昭和23（1948）年３月９日設立年月日

info@t-ryoshoku.co.jpＥ-m a i l

http://www.t-ryoshoku.co.jpＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0532-45-2156F A X

押麦、発芽押麦、米粒麦、無洗米使用麦ごはん、
大麦シリアルシリーズ、大麦ビッツ、大麦粉、大麦糠等

社 長
コメント

会社概要

　現代の食生活も飽食の時代を通過しつつ、食物繊維豊富な大麦が
少し見直され、「大麦のチカラ」→「食物繊維の宝庫」→「腸内環境
を整える」→「ヘルシー＆ビューティー」そして腸内環境が整えられる
と免疫力アップにも少なからず寄与すると言われています。

　昭和21（1946）年創業以来、「麦ごはん」の麦を製造販売していま
す。昭和51（1976）年完成の食糧の主に備蓄用600ｔサイロ、大麦の
硬い皮をむくための精麦機や異物を除去する色彩選別機等安全安心
を第一に加工をしています。
　大麦を炊飯して食する「麦ごはん」だけではなく、そのまま食すること
のできる大麦シリアルや大麦ビッツなど大麦製品が進化してきています。

有限会社 中央葬祭
代表取締役　伊藤和男

〒440-0814　豊橋市前田町２丁目１番地の10
0532-53-2000

代表者名

所 在 地

昭和52（1977）年12月23日設立年月日

info@chuou-sousai.comＥ-m a i l

https://chuou-sousai.comＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0532-53-3428F A X

豊橋の中心地に葬儀専用ホールを３ホール有し、一日葬から家族葬、
一般葬まで執り行います。

豊橋支部

豊橋糧食工業 株式会社豊橋支部

法人会会員
会 社 紹 介

社 長
コメント

会社概要

　大切な方との別れ。突然の悲しみに暮れる時間のないままお葬儀
の準備を行わなければなりません。
　私たち中央葬祭は、半世紀にわたり培った経験と実績で、ご遺族様
のご負担を少しでも軽減し、心安らぐお葬儀をお届けいたします。

　昭和46年創業、東松山に事務所を構え、昭和53年現在の前田町へ
本社を移転。その後、往完町に豊橋第一号となる葬儀専用ホール花田
会館を建設。平成４年本社隣に仏神殿を建設。花田会館の建替えを
経て平成26年家族葬ホール紬庵を建設。時代に合わせ葬儀の形は
変わりますが、亡くなられた方を弔う気持ちは変わりません。中央葬祭
は弔う気持ちを形に変えて心を込めて寄り添います。

有限会社 愛知ビル管理
代表取締役　熊澤光洋

〒442-0884　豊川市光明町一丁目17番地
0533-84-7952

代表者名

所 在 地

昭和60（1985）年２月19日設立年月日

b-kanri@triton.ocn.ne.jpＥ-m a i l

http://www.aichibirukanri.comＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0533-84-5210F A X

総合ビルメンテナンス業

豊川支部

法人会会員
会 社 紹 介

有限会社 東海保険サービス
代表取締役　彦坂陽一

〒441-3604　田原市伊川津町横津15-１
0531-33-0037

代表者名

所 在 地

昭和50（1975）年５月１日設立年月日

tokaihoken@bird.ocn.ne.jpＥ-m a i l

https://www.tokaihoken.jpＵ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0531-33-0835F A X

保険代理業

田原支部

社 長
コメント

会社概要

　当社の経営理念である、①お客様の信頼と期待に応える　②お客
様に安心と安全を提供し共に歩みつづける　③お客様と地域社会の
発展に貢献する　を念頭に従業員とともにお客様から親しまれ愛さ
れる存在でありたいと思います。

　1950年、渥美半島では当時珍しかった保険代理店を荒木一郎（現
社長の曽祖父）が始めました。1975年に（有）東海保険サービスとし
て法人化し、1980年に事務所を渥美町福江に移転しました。現在は
田原市伊川津町に事務所を構え、自動車保険、火災保険、傷害保険、
生命保険等、多種目にわたり取り扱いをしております。現在は４代目社
長　彦坂陽一のもと、従業員９名でお客様にご満足いただけるよう努
めております。

社 長
コメント

会社概要

　弊社は昨年、「医療関連サービスマーク（院内清掃）」の認定を取
得しました。これは、医療機関から清掃業務の委託を受けるための認
定基準を充たしていることを示すものです。今後はより一層、清掃業
務を通じて地域医療を支えていくことが、弊社の大きな使命になるもの
と感じています。

　建物の維持管理に必要な各種サービスを提供しています。主力事業
である清掃業務のほか、エレベーター保守点検、消防設備点検、害虫
防除など幅広いご依頼に対応しています。経営理念である「お客様の
満足と感動を追求するとともに、全社員の成長と幸福を図り、企業価
値を高めて社会の繁栄に貢献する」の実現のため、全社員が徹底的
にお客様本位を追求して日々の業務に取り組んでいます。

法人会会員の皆さん

「会社紹介」記事募集！ 
TEL.0532-55-1735

ご連絡
お待ちしています

（一社）東三河法人会

無料
です
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市民講演会（予定）

開　催　日　令和３年１１月２０日（土） 14：00～15：30
場　　　所　豊橋市公会堂
講　　　師　プロフィギュアスケーター　鈴木 明子 氏
演　　　題　「壁はきっと越えられる」 ～夢をかなえる晩成力～
お問合せ先　豊橋支部 （0532）55-1735

豊橋支部 聴講無料

聴講無料

経済講演会（予定）

開　催　日　令和３年１０月１２日（火） 14：00～15：30
場　　　所　蒲郡商工会議所コンベンションホール
講　　　師　世代・トレンド評論家 牛窪　恵 氏
演　　　題　Withコロナ・Afterコロナの働き方と経営改革（予定）
お問合せ先　蒲郡支部 （0533）68-7171

蒲郡支部

講演会（予定）

開　催　日　令和３年１２月１４日（火） 15：00～16：30
場　　　所　ホテルアソシア豊橋 5階
講　　　師　ピーター・フランクル 氏
演　　　題　人生を楽しくする方程式
お問合せ先　本会事務局 （0532）55-1735

本　　会 聴講無料

当
面
の
行
事
予
定

一般社団法人東三河法人会 〒440-0075　豊橋市花田町石塚42－１ 豊橋商工会議所 7階
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com

新入会員紹介

豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊川
蒲郡
蒲郡
蒲郡
渥美

（令和２年12月～令和３年６月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（支部別・入会日順）

㈱オノコムリビングワークス
㈱山本塗工店
㈲入谷組
㈲パークビル
㈱東亜テック
㈱東光開発
㈱ＡＧプラス
㈱あじわい亭
㈲島興業
㈱福澤
㈱天野会計トータルサポート
㈱サニーライフサポート
タカタシール㈱
林養魚㈱

不動産業
建設業
建設業
不動産業
電気・通信
建設業
不動産業
弁当製造販売
土木・解体
土木工事業
保険代理・経営コンサルティング
寝具のトータルサポート
シーリング防水工事
サーモン養殖販売業

豊橋市中浜町219番地29
豊橋市下五井町小馬場16番地の3
豊橋市石巻町字東頭37番地の3
豊橋市橋良町字西中山1番地の19
豊橋市石巻本町字茶臼52－1
豊橋市栄町123番地
豊橋市下地町字宮腰33番地
豊橋市神野新田町字ヲノ割27－3
豊橋市西小鷹野3丁目16－3
豊川市御油町若宮３－５
蒲郡市形原町東欠ノ上19番地２
蒲郡市拾石町塩浜53
蒲郡市形原町大坪12－１
田原市伊川津町新田41－１

次回の広報誌発行は、2022年1月20日の予定です。

□10月  7日（木）
□10月22日（金）
□10月27日（水）
□11月  1日（月）
□11月16日（火）
□11月25日（木）・26日（金）
□11月30日（火）
□12月  1日（水）
□  1月27日（木）
□  2月  8日（火）
□  2月21日（月）
□  2月22日（火）
□  2月24日（木）
□  2月25日（金）
□  3月  2日（水）
□  3月  3日（木）
□  3月25日（金）
□  3月25日（金）
□  4月14日（木）

14:00　

15:00
14:30
14:00　

14:00
14:30
15:00
15:00
14:00
15:30
15:00
15:00
15:00

13:30
15:00

全国大会（岩手大会）
岡崎法人会　青年部会３0周年記念事業
青連協　情報交換会
税制講演会
全法連　第１５回全国女性フォーラム新潟大会
全法連　第３５回全国青年の集い（佐賀大会）
女連協　情報交換会
愛知県法人会運営研究会
第３２回理事会、理事・委員合同賀詞交歓会
事業委員会
厚生委員会・厚生推進連絡協議会
第３９回大規模法人経営者国税局長講演会
税制委員会
広報委員会
総務委員会
第７６回東海法人会連合会大会
青連協　常任理事会
東海青連協　常任理事会
全法連　第１６回全国女性フォーラム静岡大会

盛岡市民文化ホール
岡崎ニューグランドホテル
名鉄ニューグランドホテル
名鉄グランドホテル
朱鷺メッセ
佐賀市文化会館
名鉄グランドホテル
名古屋東急ホテル
名古屋マリオットアソシアホテル
大同生命ビル２階・舞鶴館
大同生命ビル２階・舞鶴館
名古屋マリオットアソシアホテル
大同生命ビル２階・舞鶴館
大同生命ビル２階・舞鶴館
大同生命ビル２階・舞鶴館
岐阜グランドホテル
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
ツインメッセ静岡

令和3年

令和3年

令和4年

令和3年

令和4年

令和4年

令和4年

□10月18日（月）
□11月30日（火）
□12月14日（火）
□  1月28日（金）
□  5月27日（金）

12:15
14：00
15：00
15：00
14：00

正副会長会（委員長・部会長含）
東三河・新城法人会合同大規模法人研修会
講演会
役員会・新春署長講演会・賀詞交歓会
第１０回通常総会（通算３６回）・講演会・懇談会

豊橋商工会議所201
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階

□  1月17日（月）
□  5月18日（水）

16:00
14:00

新春署長講演会・賀詞交歓会
役員会・第３７回通常総会・講演会・懇談会

豊橋商工会議所４０１
豊橋商工会議所９階ホール

□10月14日（木）
□12月  7日（火）
□12月16日（木）
□  1月20日（木）
□  5月16日（月）

10:30
12：00

16:00
14:00

企業見学と昼食会
昼食会・役員会・講演会
税務研修旅行
新春署長講演会・賀詞交歓会
役員会・第３６回通常総会・講演会・懇談会　

ホテル竹島・竹島水族館
ホテルシーパレスリゾート
伊勢神宮方面
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階

研修会・講演会
これからの予定

全
法
連・県
連
関
係

事務局
だより

本

　会

青
年
部
会

女
性
部
会
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市民講演会（予定）

開　催　日　令和３年１１月２０日（土） 14：00～15：30
場　　　所　豊橋市公会堂
講　　　師　プロフィギュアスケーター　鈴木 明子 氏
演　　　題　「壁はきっと越えられる」 ～夢をかなえる晩成力～
お問合せ先　豊橋支部 （0532）55-1735

豊橋支部 聴講無料

聴講無料

経済講演会（予定）

開　催　日　令和３年１０月１２日（火） 14：00～15：30
場　　　所　蒲郡商工会議所コンベンションホール
講　　　師　世代・トレンド評論家 牛窪　恵 氏
演　　　題　Withコロナ・Afterコロナの働き方と経営改革（予定）
お問合せ先　蒲郡支部 （0533）68-7171

蒲郡支部

講演会（予定）

開　催　日　令和３年１２月１４日（火） 15：00～16：30
場　　　所　ホテルアソシア豊橋 5階
講　　　師　ピーター・フランクル 氏
演　　　題　人生を楽しくする方程式
お問合せ先　本会事務局 （0532）55-1735

本　　会 聴講無料

当
面
の
行
事
予
定

一般社団法人東三河法人会 〒440-0075　豊橋市花田町石塚42－１ 豊橋商工会議所 7階
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com

新入会員紹介

豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊川
蒲郡
蒲郡
蒲郡
渥美

（令和２年12月～令和３年６月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（支部別・入会日順）

㈱オノコムリビングワークス
㈱山本塗工店
㈲入谷組
㈲パークビル
㈱東亜テック
㈱東光開発
㈱ＡＧプラス
㈱あじわい亭
㈲島興業
㈱福澤
㈱天野会計トータルサポート
㈱サニーライフサポート
タカタシール㈱
林養魚㈱

不動産業
建設業
建設業
不動産業
電気・通信
建設業
不動産業
弁当製造販売
土木・解体
土木工事業
保険代理・経営コンサルティング
寝具のトータルサポート
シーリング防水工事
サーモン養殖販売業

豊橋市中浜町219番地29
豊橋市下五井町小馬場16番地の3
豊橋市石巻町字東頭37番地の3
豊橋市橋良町字西中山1番地の19
豊橋市石巻本町字茶臼52－1
豊橋市栄町123番地
豊橋市下地町字宮腰33番地
豊橋市神野新田町字ヲノ割27－3
豊橋市西小鷹野3丁目16－3
豊川市御油町若宮３－５
蒲郡市形原町東欠ノ上19番地２
蒲郡市拾石町塩浜53
蒲郡市形原町大坪12－１
田原市伊川津町新田41－１

次回の広報誌発行は、2022年1月20日の予定です。

□10月  7日（木）
□10月22日（金）
□10月27日（水）
□11月  1日（月）
□11月16日（火）
□11月25日（木）・26日（金）
□11月30日（火）
□12月  1日（水）
□  1月27日（木）
□  2月  8日（火）
□  2月21日（月）
□  2月22日（火）
□  2月24日（木）
□  2月25日（金）
□  3月  2日（水）
□  3月  3日（木）
□  3月25日（金）
□  3月25日（金）
□  4月14日（木）

14:00　

15:00
14:30
14:00　

14:00
14:30
15:00
15:00
14:00
15:30
15:00
15:00
15:00

13:30
15:00

全国大会（岩手大会）
岡崎法人会　青年部会３0周年記念事業
青連協　情報交換会
税制講演会
全法連　第１５回全国女性フォーラム新潟大会
全法連　第３５回全国青年の集い（佐賀大会）
女連協　情報交換会
愛知県法人会運営研究会
第３２回理事会、理事・委員合同賀詞交歓会
事業委員会
厚生委員会・厚生推進連絡協議会
第３９回大規模法人経営者国税局長講演会
税制委員会
広報委員会
総務委員会
第７６回東海法人会連合会大会
青連協　常任理事会
東海青連協　常任理事会
全法連　第１６回全国女性フォーラム静岡大会

盛岡市民文化ホール
岡崎ニューグランドホテル
名鉄ニューグランドホテル
名鉄グランドホテル
朱鷺メッセ
佐賀市文化会館
名鉄グランドホテル
名古屋東急ホテル
名古屋マリオットアソシアホテル
大同生命ビル２階・舞鶴館
大同生命ビル２階・舞鶴館
名古屋マリオットアソシアホテル
大同生命ビル２階・舞鶴館
大同生命ビル２階・舞鶴館
大同生命ビル２階・舞鶴館
岐阜グランドホテル
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
ツインメッセ静岡

令和3年

令和3年

令和4年

令和3年

令和4年

令和4年

令和4年

□10月18日（月）
□11月30日（火）
□12月14日（火）
□  1月28日（金）
□  5月27日（金）

12:15
14：00
15：00
15：00
14：00

正副会長会（委員長・部会長含）
東三河・新城法人会合同大規模法人研修会
講演会
役員会・新春署長講演会・賀詞交歓会
第１０回通常総会（通算３６回）・講演会・懇談会

豊橋商工会議所201
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階

□  1月17日（月）
□  5月18日（水）

16:00
14:00

新春署長講演会・賀詞交歓会
役員会・第３７回通常総会・講演会・懇談会

豊橋商工会議所４０１
豊橋商工会議所９階ホール

□10月14日（木）
□12月  7日（火）
□12月16日（木）
□  1月20日（木）
□  5月16日（月）

10:30
12：00

16:00
14:00

企業見学と昼食会
昼食会・役員会・講演会
税務研修旅行
新春署長講演会・賀詞交歓会
役員会・第３６回通常総会・講演会・懇談会　

ホテル竹島・竹島水族館
ホテルシーパレスリゾート
伊勢神宮方面
ホテルアソシア豊橋５階
ホテルアソシア豊橋５階

研修会・講演会
これからの予定

全
法
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三河支社/豊橋営業所　
愛知県白河町61番地(ターミナルプラザ4Ｆ)
TEL 0532-33-8130

豊橋支店/
愛知県豊橋市前田町1-6-4(富士火災豊橋ビル3F)　
TEL 0532-53-6320

●この会報は環境対応インキおよび再生紙を使用しております。 Trademark of American Soybean Association

一般社団法人 東三河法人会
〒440-0075　豊橋市花田町石塚42-1 豊橋商工会議所 7階　ＴＥＬ.0532-55-1735　ＦＡＸ.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com
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